杉山ゆきお後援会 発行

年度第４回定例議会︵

月議会︶は︑ 月４日

日の日程で開催され︑各議員の市政に関する一般

平成
〜
質問︑各委員会の審査報告などを議論しました︒杉山

2歳児208名（20増）
、3歳児249名、４・５歳児558名になります。

議員は︑コラムの質問項目を通告し福生市の考えを質
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しました︒杉山議員の質問趣旨︑それに対する福生市
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の回答について詳しく報告します︒

3.3

をＬＥＤ灯に
交換した︒交通
安全施設とし
て設置した道
路照明灯が地
域の防犯対策にもな っているこ
とから︑要望があっ た地域と協
議し︑ＬＥＤ灯を随 時設置して
いる︒平成 年度に おいてはＬ

ＥＤ灯を 基設置し た︒その内
訳は既設灯部取替え によるＬＥ
Ｄ化 基︑ＬＥＤ灯新設 基で︑
その内 基は永田橋 横断道に設
置した︒杉山議員ご 指摘のとお
り︑ＬＥＤ化によっ て蛍光灯の
半分︑水銀灯の
に電力消費
量が減り︑省エネ化が図られる︒
電気料金は電力消費 量に応じて
課金されるので︑ラ ンニングコ
ストの削減も期待で きるので︑
今後も計画的に取り組みたい︒
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が厳しい中︑公共
施設照明のＬＥ
杉山◇本質問項目は正和会の要望
Ｄ化は電気料金
事項の一つとして要望している
削減の必要な施
ものである︒現在︑ 削減など恒
策と考える︒ＬＥ
常的な節電の取り組みがなされ
Ｄ化の取り組み
ている︒平成 年秋より東京電力
状況と今後の方針について福生市
の電気使用量が値上げになり︑市
の考えを聞きたい︒
は補正を組んで対応した︒公共施
設の照明や街路灯︑防犯灯は消費 市長◆現在︑公共施設照明のうち公園
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内 照 明 は Ｌ Ｅ Ｄ 化され て い る も の
はない︒市道の街路灯は 基がＬＥ
Ｄで︑街路灯全体の ％である︒平
成 年 度 の 国 庫 補助金 を 活 用 し て
柳通り︑加美立体通りの水銀灯 基
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電力量が大きい蛍光灯や水銀灯
である︒これらをＬＥＤ化するこ
とで︑電力消費量は蛍光灯の半
分︑水銀灯の
と︑節電効果が
大きく且つ長寿命である︒税収増
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1 公共施設照明・街路灯等のＬＥＤ化について
(1)蛍光灯、水銀灯などのＬＥＤ化の状況に
ついて
2 多摩川の河床対策等について
(1)河床のしゅんせつ等について
(2)昭和堰を可動堰にできないか
3 清潔で美しいまちづくりの推進について
(1)条例に基づく事業委託の現状と今後の推
進について
4 教育センターについて
(1)そよ風教室及び教職員研究・研修センタ
ー事業について
一般質問する杉山議員
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杉山議員の質問に答える市長

「すみれ保育園」が完成し4月から受け入れが始まります。牛浜の「認定こども園」は「認可こども園」

となり定員も60名になります。4月からの定員は、ゼロ歳児110名（20増）、1歳児159名（19増）、

杉山◇本項目も正和会の要望事
項として提出してある事項で
ある︒南田園地区では４つの
町会・自治会が毎年︑合同で
﹁水防防災訓練﹂を行ってい
る︒この地域はわが市で一番
水害が心配される場所であ
り︑皆さんが共通の認識をも
って真剣に取り組んできてい
る︒集中豪雨や台風で多摩川
の水量が増えたとき︑水害の
心配を和らげたり取り除くこ
とは行政の責務でもある︒多
摩川の河床を低くしてほしい
との要望は以前からあり︑南
公園の改修時に少し浚渫がな
された︒現在︑南田園地先の
護岸工事も行われている︒つ
いては︑護岸工事の状況と︑
多摩川の河床を低くする浚渫
等の計画はあるのか伺いた
い︒
市長◆多摩川の河床の浚渫等に
ついては︑多摩川沿いの 区
市で構成する﹁多摩川整備促
進協議会﹂を通じて︑毎年︑
17

国に要望している︒私自身も
国土交通省本省等に赴き要望
している︒要望書では全国屈
指の都市河川である多摩川に
おける治水・洪水対策の重要
性を訴え︑堰の改築や土砂の
掘削等︑洪水時の安全な流れ
の確保を強く要望している︒
要望先の多摩川を管理する国
土交通省京浜河川事務所で
は︑平成 年度の主な工事と
して︑福生市側の堤防の安全
性の向上を図るため︑流れが
強く当たる部分の南田園地先
の護岸工事および柳山公園地
先の護岸工事を行う計画であ
る︒
ま
いた
て︑
︑自
多然
摩再
川生
本の
来取
のり
姿組
でみ
あ
として睦橋の上下流におい
て︑多摩川本来の姿である玉
石混じりの河原を復元するた
めに︑流れの阻害となってい
る樹木の伐採と７万立方ｍの
土砂を除去して︑昭和堰の下
流部に敷きならす工事を行う
とのことである︒この工事は
自然再生を目的としたもので
あるが︑土砂の除去で結果的

③樹木伐採︑土砂の搬出は３
月下旬に完了する︒④釣りの

穴場になっている水の溜まり
場は自然に出来たもので︑今
回の工事範囲外の場所であ
り︑工事の影響を受けずに︑
そのまま残ると聞いている︒
京浜河川事務所では﹁多摩川
本来の姿で釣りを楽しんでい
ただけるよう必要な管理を行
っていく﹂とのことである︒

杉山◇昭和堰の上流が福生市
であり︑浚渫してもいずれ︑
砂が溜まって河床が高くな
る状況に変わりはない︒昭和
堰の可動堰化について以前
にも質問しているが︑現在︑
どのような状況にあるか︒

市長◆本件の要望については
平成 年に福生市から京浜

河川事務所長にお願いして
いる︒その後︑台風で南公園
が冠水した後は頻度を多く
して京浜河川工事事務所に

出向き所長に要望している︒
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には河床が少し下がるので︑
南公園の冠水被害の軽減に寄
与するものと期待している︒

杉山◇４点ほど再質問する︒①
南田園地先の護岸工事は３
月の桜祭りまでに完了する
のか？ ②睦橋上下流の土
砂を除去して河床はどれほ
ど低くなるのか？ ③その
工事日程は？ ④睦橋近く
の釣りの穴場になっている
水の溜まり場は樹木伐採で
どうなるのか？
都市建設部長◆①護岸工事は︑
南田園地先︑柳山公園地先と
も３月下旬までの工期であ
る︒桜祭の開催と重なること
も考えられるので︑京浜河川
工事事務所には桜祭りに支
障が出ないように要請して
いる︒②睦橋周辺の樹木の伐
採と土砂の掘削で︑今︑樹木
の生えているところにも洪
水時には水が流れるので︑平
均的には１ｍ程度下がる︒
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完了年度は未定である︒見込
みとしては大丸堰の計画策定

収集量から判断す
れば︑指導員による

条例周知の取り組
みは一定の成果が
上がっていると考
えるが︑しかし︑未
だに多くのポイ捨
てゴミがあること
から︑平成 年度中
に︑条例に基づき
﹁ 清 潔 で美 し いま

ちづくり重点区域﹂の指定︑平
成 年度には﹁路上禁煙区域﹂
の指定を検討しながら︑清潔で
美しいまちづくりを推進して
まいりたい︒

生活環境部長◆ポイ捨てゴミは
圧倒的に煙草の吸殻が多く︑特
に︑ 福生駅を筆頭として駅周
辺の公共用地で多いことから︑
これらの区域を重点区域とし
て指定したいと考えている︒具
体的には福生駅︑牛浜駅︑熊川

駅の周辺および拝島駅北口周
辺である︒
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杉山◇平成 年度中に指定する
﹁重点区域﹂は具体的にどこを
検討しているのか︒
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国土交通省の多摩川水系河川
整備計画には昭和堰も対策を

例の周知と意識の啓発を図っ
ている︒具体的には︑週５日
午前７時〜 時まで駅周辺と
公園を巡回し︑吸い殻等ポイ
捨てされたゴミの収集︑およ
び喫煙マナーに関するイベン
ト等に参加し︑条例の周知活
動をしている︒マナーアップ
指導員が収集したポイ捨てゴ
ミの量は膨大であるが︑たば
この吸い殻を指導員一人一日
あたりの収集本数で比較する
と︑平成 年度は一人一日あ
たり 本に対し︑平成 年度
は 本と減っている︒ゴミの
24

に３年︑工事に２年以上必要
とのことである︒したがって︑
その後の昭和堰はさらに先に
なると思われるので︑それま
では昭和堰上流部の土砂掘削
による河床を低くする事業の
推進を強く要望していく︒

杉山◇平成 年７月から﹁福生
市清潔で美しいまちづくり
条例﹂が施行されている︒現
在︑推進委員４人が活動して
いるが︑その取組み状況と事
業内容︑およびその成果︑ご
みのポイ捨て調査の結果と
分析結果︑今後の取り組みに
ついて伺いたい︒
市長◆条例第３条各項の規定
にもとづき︑ポイ捨て等の防
止︑および路上喫煙等の規制
のため﹁福生市美しい街づく
りマナーアップ指導員﹂４名
を任命し︑市内を巡回し︑条
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講じる計画があるが︑治水効
果や上下流のバランスを総合
的に勘案し︑下流側から改修
を行うとのことで︑川崎市の
二ヶ領上河原堰の可動堰化が
完了したので︑次の府中市の
大丸用水堰の可動堰化は検討
中とのことである︒昭和堰は︑
大丸用水堰の対策後に行うと
のことだが︑早期に昭和堰を
可動堰化するよう︑これから
も要望していきたい︒

杉山◇下流の堰から可動堰化
するとのことで︑数年後には
昭和堰の可動堰化も見えて
きた気がするが︑この辺の見
通しを伺いたい︒
都市建設部長◆二ヶ領上河原
堰が完了したばかりであり︑
その工事の成果︑治水効果の
検証を行っている段階であ
る︒大丸用水堰は︑その検証
を踏まえて全体計画を作成
するとのことで︑着工年度や
完了年度は検討中とのこと
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（目的）
第１条 この条例は、市内におけるポイ捨て及び
犬のふんの放置を防止し、並びに路上喫煙及び歩
行喫煙を規制することにより、清潔で美しいまち
づくりを推進し、もって市民の快適な生活環境を
確保することを目的とする。
（ポイ捨ての禁止）
第８条 何人も、ポイ捨てをしてはならない。

501
913

マナーアップ指導員が 1 年間に収集した
ポイ捨てゴミの量（福生市環境課調べ）
吸い殻：141500 本
空き缶：7204 本
ペットボトル：4928 本
燃やせるゴミ：70142 点
燃やせないゴミ：70670 点
犬の糞：513 個

JR
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杉山◇マナーアップ指導員が朝
７時から大変なご苦労で啓発
活動をしていることを評価し
た上で︑さらに町会・自治会
が推進している﹁挨拶運動﹂
にも是非参加していただきた
い︒いま︑多くの福生市民が
早朝の清掃活動などボランテ
ィア活動を実践している︒そ
のボランティア市民からマナ
ーアップ指導員に﹁おはよう﹂
と朝の挨拶の声をかけたが︑
指導員からは何の反応もな
く︑無視されたとのこと︒是
非︑指導員も﹁あいさつ運動﹂
に参加するように︑理事者側
からご指導いただけないか︒
生活環境部長◆社会生活におい
て挨拶は全ての始まりであ
る︒清潔で美しいまちづくり
の周知・啓発活動も挨拶から
始まると考えている︒早速︑
指導員には﹁挨拶には挨拶を﹂
は啓発活動の基本中の基本で
あることを周知する︒

杉山◇田園に設置した教育セン
ターでの教職員の研究・研修
事業については︑関心があっ
ても内容がよく分からない︒
﹁そよ風教室﹂と﹁教職員の
研究・研修﹂の具体的な事業
内容を知りたい︒
教育長◆﹁そよ風教室﹂は子供
応援館２階に設置した﹁学校
適応支援室﹂の通称であり︑
心理的・情緒的な原因により
不登校傾向にある児童・生徒
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︽
編集後記︾

▼後援会だより第 号をお届け
します︒杉山議員の一般質問お
よび市側の答弁内容を︑市議会
インターネット中継を巻き戻し
て編集しました︒その分︑文字
が多くなりましたが︑読み応え
はあると思いますよ︒▼ポイ捨
てゴミに関しての議員と市側と
のやり取り︑斜に構えて考える
と︑ポイ捨てゴミの多さはとも
かく︑その収集量を丹念に数え
た役所の勤勉さに脱帽︒▼念の
ため︑犬の糞 個に私﹁蛍﹂の
ものは絶対に入っておりません
ので誤解の無いように▼マナー
指導員に﹁挨拶運動にも参加﹂
との教育的指導も︑
﹁マナーとは
何ぞや﹂で考えさせられ︑これ
が今の世相かと︑背筋が妙にこ
そばゆい︒▼ちなみに︑杉山議
員のその後の追跡では︑現在は︑
マナー指導員の方から積極的に
挨拶をかけてくるとのことで
す︒行政指導も厳しい︒▼季節
は厳冬でも︑あと︑数日もすれ
ば二十四節気の立春︒世相や背
筋の寒さを吹き飛ばすように︑
♪春よ来い︒早く来い︒
︵蛍 )
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に対して︑適切な相談︑指導・

助言を行い︑学校復帰を目指
す施設である︒平成 年 月
末日現在で︑小学生４名︑中
学生 名が通級しており︑今
年度当初と比較して︑小学生
が２名︑中学生２名増である︒
児童・生徒に個別に設定した
時間割で生活リズムの確立を
図りながら︑個別学習に取り
組んでいる︒年々︑そよ風教
室と在籍学校との連携も深ま
り︑児童・生徒の様子につい
て各学校の校長や担任とそよ
風教室職員との情報交換を継
続的に行っている︒また︑中
学校の定期テストが事前にそ
よ風教室に届けられ︑中学校
で採点して生徒に返却する取
り組みも行っている︒こうし
た中で︑在籍学校に復帰でき
るようになった生徒が５名い
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る︒また︑平成 年度に中学
３年生６人全員が高校に進学
しており︑そよ風教室の継続
的な取り組みが徐々に成果を
上げていると捉えている︒
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日光橋公園の遊具が新しくなりました。
12月22日から使用が開始されています。公
園としての整備は、樹木の伐採などが残っ
ており、武蔵野橋の工事完成と併せてお願
いをしているところです。（杉山）

お断り：杉山議員の質問は「若手教員の指導力強化」にも及んでいますが紙面の限界で割愛しました。ご了承ください。

